
営 業 所
所 在 地

日の出交通㈱ 岩見沢市 岩見沢市大和２条９丁目１９番地５ 0126-22-2773

金星自動車㈱ 札幌市 札幌市清田区北野１条１丁目９番１号 011-881-3111

金星自動車㈱ 千歳市 千歳市朝日町３丁目２０番２ 011-881-3111

島松ハイヤー㈱ 恵庭市 恵庭市島松仲町１丁目２番２４号 0123-36-8120

大和交通㈱ 札幌市 札幌市白石区栄通１丁目３番６号 011-811-3900

札幌エムケイ㈱
札幌市
千歳市

札幌市白石区中央１条５丁目４番２０号
千歳市流通１丁目４番５ 075-555-3186

㈱ウイング 北広島市 北広島市大曲緑ヶ丘７丁目８番地６ 011-376-3000

東邦交通㈱ 札幌市 札幌市西区発寒１４条１１丁目１番１５号 011-661-3123

共立タクシー㈲ 芦別市 芦別市北１条西１丁目２番地 0124-22-3377

フジ交通㈱ 札幌市 札幌市西区八軒６条西３丁目１番７号 011-631-7271

鈴蘭交通㈱ 札幌市 札幌市西区宮の沢１条５丁目１番１７号 011-663-7026

㈲林商販 芦別市 芦別市北６条西１丁目１番地の１ 0124-22-3377

北海道中央タクシー㈱ 小樽市 小樽市オタモイ１丁目２番３号 0134-34-2020

大和交通㈱恵庭支店 恵庭市 恵庭市恵み野東７丁目６番４ 0123-36-3939

㈱楽途トラベル 千歳市 千歳市文京５丁目１番３ 0123-25-9980

金星小樽ハイヤー㈱ 小樽市 小樽市花園４丁目１番１６号 0134-34-2323

岩見沢小型ハイヤー㈱ 岩見沢市 岩見沢市志文町９６６番地８ 0126-23-3558

まこと交通㈱ 札幌市 札幌市白石区東札幌１条４丁目６番１９号 011-811-7181

平岸ハイヤー㈱ 札幌市 札幌市豊平区平岸２条４丁目５番１５号 011-831-8115

砂川北星ハイヤー㈱ 砂川市 砂川市空知太西１条５丁目１番４号 0125-23-4649

北星交通㈱ 滝川市 滝川市明神町２丁目１番１５号 0125-23-4649

暁交通㈱ 札幌市 札幌市北区百合が原４丁目１０番８号 011-771-2632

小鳩交通㈱札幌支店 札幌市 札幌市西区宮の沢１条５丁目２２番１号 011-664-8888

安全永楽交通㈱
札幌市
江別市

札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目６番３９
号

011-662-8133

札幌交通㈱ 札幌市
札幌市厚別区厚別中央１条１丁目１番２５
号 011-892-6000

共同交通㈱ 札幌市
札幌市厚別区厚別中央１条１丁目１番２５
号 011-891-7060

日北交通㈱ 札幌市 札幌市清田区美しが丘１条３丁目１番１号 011-881-1711

㈱ビジコー
美唄市
浦臼 美唄市東１条南３丁目２番１７号 0126-62-7171

つばめ自動車㈱ 札幌市 札幌市豊平区水車町３丁目５番２６号 011-823-1211

明星自動車㈱
札幌市
千歳市

札幌市南区南３４条西１１丁目７番１号
（千歳市富丘４丁目３０番３号） 011-582-5811

札幌日交タクシー㈱ 札幌市 札幌市南区南３４条西１１丁目７番１号 011-582-5811
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函館タクシー㈱ 函館市 函館市日乃出町２２番３８号 0138-51-3101

相互交通㈱ 函館市 函館市昭和２丁目３９番２２号 0138-41-4331

㈲八雲ハイヤー 八雲町 二海郡八雲町本町２０１番地１ 0137-62-2313

㈲東ハイヤー
せたな町
今金町 久遠郡せたな町北檜山区北檜山７８番地 0137-84-5411

㈲北海道・函館ｍｏｏｍｏｏ－ｔａｘｉ 函館市 函館市豊川町２２番１９号 0138-22-5566

㈱ことぶき第一交通 函館市 函館市広野町４番１１号 0138-55-2295

美咲第一交通㈱ 函館市 函館市亀田町６番２２号 0138-85-8150

東海ハイヤー㈱ 函館市 函館市海岸町９番１２号 0138-42-5397

㈱桔梗ハイヤー 函館市 亀田郡七飯町鳴川３丁目２４番１９号 0138-47-1400

㈲しんわ交通 北斗市 北斗市七重浜３丁目３番１８号 0138-49-6400

㈲桧山ハイヤー 枝幸町 桧山郡江差町字新地町８番地２ 0139-52-0155

道南ハイヤー㈱ 函館市 函館市桔梗２丁目１８番６号 0138-47-0005

旭川中央交通㈱ 旭川市 旭川市緑町１４丁目３０２６－１ 0166-33-3131

㈲川原観光 名寄市 名寄市風連町北栄町１７５番地１５ 01655-3-4000

小鳩交通㈱ 旭川市 旭川市永山北１条８丁目３３番地１ 0166-47-0040

三王交通㈱ 旭川市 旭川市新星町１丁目１番８号 0166-22-8130

㈱富良野タクシー 富良野市 富良野市本町２番３号 0167-22-5001

㈱中富良野ハイヤー
中富良野
町 空知郡中富良野町南町６番６号 0167-44-2331

㈱士別ハイヤー 士別市 士別市西２条７丁目７０９番地 0165-23-5000

㈲中央ハイヤー 富良野市 富良野市西扇山１番地 0167-22-2800

㈲歌登ハイヤー 枝幸町 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ１８４０番地１0163-68-2520

北都ハイヤー㈱ 稚内市 椎内市潮見５丁目５番１号 0162-33-3818

旭川合同自動車㈱ 旭川市 旭川市大雪通９丁目５１１番地１ 0166-24-2211

小鳩交通㈱ 留萌市 留萌市沖見町３丁目９１番１ 0164-42-2233

大丸交通㈱ 旭川市 旭川市緑が丘南５条１丁目１番２号 0166-66-2222

富士タクシー㈱ 旭川市 旭川市６条通１３丁目右５号 0166-26-3336

名寄交通㈱ 名寄市 名寄市西４条北３丁目１２番地 0162-22-5000

稚内日の丸交通㈱ 稚内市 稚内市潮見１丁目４番３３号 01654-3-4444

旭タクシー㈱ 旭川市 旭川市永山北２条９丁目１３番地５ 0166-48-1151

金星室蘭ハイヤー株式会社 室蘭市 室蘭市中島町３丁目２８番地１９号 0143-44-2701

金星室蘭ハイヤー株式会社 苫小牧市 苫小牧市新中野町１丁目１０番１号 0144-33-3045

道蓮交通　株式会社 苫小牧市 苫小牧市柳町４丁目３番地２９号 0144-55-5681
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北海交通　株式会社 静内町
日高郡新ひだか町静内本町３丁目１番５
号 0146-42-1141

北海交通　株式会社 苫小牧市 苫小牧市あけぼの町３丁目２番７号 0144-55-6633

室蘭日交タクシー　株式会社 室蘭市 室蘭市寿町３丁目２４番地１３号 0143-44-4866

苫小牧観光ハイヤー　株式会社 苫小牧市 苫小牧市有明町１丁目９番地１３号 0144-74-3622

（株）北都ハイヤー 中標津町 標津郡中標津町東３条北１丁目４番地 0153-72-1222

金星釧路ハイヤー（株） 釧路市 釧路市仲浜町４番７号 0154-22-7437

第一共栄交通（株） 釧路市 釧路郡釧路町字光和１丁目２番地 0154-36-4151

日東交通（株） 中標津町 標津郡中標津町東１条北１丁目７番地 0153-72-3231

（有）鶴居ハイヤー 鶴居村 阿寒郡鶴居村鶴居西８丁目８番１ 0154-64-2123
（株）小鳩自動車工業
釧路支店 釧路市 釧路郡釧路町木場１丁目１０番１ 0154-36-3636

釧路北交ハイヤー(株) 釧路市 釧路市堀川町７番２２号 0154-22-5417

釧路日交タクシー(株) 釧路市 釧路郡釧路町曙１丁目２番地９ 0154-36-2636

霧多布中央ハイヤー（株） 浜中町
厚岸郡浜中町大字霧多布東２条２丁目１１
５番地 0153-62-3141

釧路交通（株） 釧路市 釧路市星が浦大通５丁目５番４９号 0154-52-3535

まりも交通（株） 釧路市 釧路市益浦１丁目１０番４０号 0154-68-5563

中央ハイヤー（株） 根室市 根室市本町４丁目６７番地 01532-3-5861

根室ハイヤー（株） 根室市 根室市根室市西浜町１丁目１番地 0153-24-4153

ワインタクシー㈱ 池田町 中川郡池田町字大通１丁目８３番地 0155-72-2155

ＴＫタクシー㈱ 帯広市 帯広市西１９条南１丁目７番地３０ 0155-33-9595

㈲こばとハイヤー 芽室町 河西郡芽室町東１条５丁目１４番地 0155-62-3142

大正交通㈲ 帯広市 帯広市大正町基線８９番地 0155-64-5011

㈱まりもハイヤー 帯広市 帯広市大通南１７丁目１２番地 0155-23-8181

帯広ハイヤー㈱ 帯広市 帯広市西１９条南１丁目７番地 0155-33-8844

陸別ハイヤ－㈲ 陸別町
足寄郡陸別町字陸別東３条２丁目１５番地
３ 0156-27-2515

東京ハイヤー㈱ 帯広市 帯広市東２条南１３丁目３番地 0155-22-2468

東洋タクシー（有） 帯広市 帯広市西１８条南２丁目１１番地 0155-33-3989

音更タクシー（有） 音更町 河東郡音更町大通１丁目２番地 0155-42-2012

㈲訓子府ハイヤー 訓子府町 常呂郡訓子府町元町３６番地 0157-47-2003

㈱網走ハイヤー
網走市
小清水町

網走市新町２丁目２２番地の２
斜里郡小清水町字小清水５１９ 0152-43-3901

金星北見ハイヤー㈱ 北見市 北見市柏陽町５７７番地５６ 0157-24-2614

網走北交ハイヤー㈱ 網走市 網走市新町１丁目９番１８号 0152-43-1717

北見北交ハイヤー㈱
北見市
（留辺蘂）

北見市本町４丁目１番３号
北見市留辺蘂町旭２９番地３６ 0157-23-3141

㈱佐呂間ハイヤー 佐呂間町 常呂郡佐呂間町字永代町１０５番地３号 01587-2-3537


